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会長挨拶

平成

年３月定例会を終えて

ですから、さまざまな視点から会派におい

て議論を重ねました。特に本県他市におけ

る県出向の副市長の在任状況は、２年余の

在任が常であること、さらに小林市長の選

挙公約は２人副市長制であることから、私

たちは迅速な復興政策と市民本位と市民目

する本市市民から選任する」ことを求めて、

線の施策推進の視点から、①副市長は「４

小林市長と事前協議を重ね、その実現にむ

真政会は小林市長就任直後から、速やか

うした中、３月定例会において、副市長は

け私たちの要望を重く受け止めて頂いたこ

年任期を遵守する」こと、②「次期副市長

じめ特別職の人事議案がようやく成立しま

とから議案に賛成致しました。

に特別職を選任して迅速な除染と復興対策

した。副市長は、福島県職員からの出向、

年３月議会定例会の報告
１，７８７億５千万円、また国の経済対策、

補正９億９千万円余及び、一般会計予算

３月定例議会は、３月３日に開会。３月

沢正典議員、小松良行議員、二階堂武文議

表し真田広志会長代行が、一般質問では半

今議会では代表質問が行われ、会派を代

び特別会計７５５億円余の予算審査。子ど

議員定数削減調査特別委員会委員長に渡辺

予算特別委員会委員長に小島衛議員が、

般に亘る諸課題を質しました。
も子育て基金条例の制定や債権管理条例制

敏彦議員が、議員倫理条例策定特別委員会

億３千万円余。水道事業及

定の件等の審査、先議をはじめ議員提案７

委員長に黒沢仁議員が選任されました。
日に閉会しました。

市民と行政が一緒にまちづくりを考え住民

の自治意識の更なる向上といった観点から

日の３月定例会本会議において、

も大変重要な事業です。しかし平成

年度

当会派会長の宍戸一照議員より、安全安心
提出されました。

当初予算には、遺憾ながら計上されません

でした。そこで私たちは速やかに安全安心

なまちづくり事業を復活させるべく、３月

年まで実施
されてきたこの事業は、地域からの提案に

定例会において議員発議による決議案を提

年から

基づいて、道路側溝の修繕や道路反射鏡の

ト事業に対して地区単位で助成するもので、

一丸となって活動して参ります。

の皆さんの安全安心が確保されるよう会派

今後、補正予算が直ちに実行され、市民
市民の安全安心に資することはもとより、

止を図るための地域安全活動といったソフ

出し賛成多数で採択されました。

本市において平成

26
設置などを行うほか、犯罪や事故の未然防

25

なまちづくり事業の復活を求める決議案が

３月

「安全安心なまちづくり事業の復活を求める決議」
を先議により採択。今後、補正予算で実行を！

査等慎重審議を行い

件と継続中の請願を含む３件の意見書の審

係る追加補正

員、黒沢仁議員の順に質問に立ち、市政各

平成

教育長は福島高校長を定年退職しての就任

は本市を熟知し、本市行政についても精通

宍戸 一照
を講ずるべきであると訴えてきました。そ

26

大雪被害の農業被害復旧及び市道除雪等に
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私たちは地方自治の信念に則り行政に対する監視と提言を怠ることなく、
常に市民と行政のパイプ役として
「市民」
「議会」
そして
「市当局」との三位一体を旨とし、市民福祉の向上と地域の振興・発展、真の市政伸展に邁進することを誓う！
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当初予算の総額

「真政会」
予算要望1〜に対する予算措置（単位：千円）

平成26年度

一般会計の歳入・歳出状況

県支出金
951億2,559万円

市税
374億円

20.9％

諸収入 39億8,155万円

自主財源
25.6％

歳入

53.2％

0.7％ 繰入金、
その他
12億5,339万円

4.4％

0.3％ 地方特例交付金、
その他
8億2,132万円

6.4％

0.6％ 地方譲与税
10億円

7.4％

地方交付税
131億4,000万円

2.1％ 地方消費税交付金
36億8,200万円
市債
78億2,140万円

国庫支出金
115億446万円

民生費
316億2,750万円
17.7％

48.4％

土木費
99億9,397万円

5.6％
5.3％
5.0％

議会費、
労働費、
予備費
15億9,802万円
0.9％

教育費
110億2,070万円

6.2％

歳出

災害復旧費
866億円

4.5％

総務費
95億8,013万円

公債費
88億6,779万円

衛生費
80億4,028万円

1.9% 消防費
33億6,159万円
1.9％ 農林水産業費
34億4894万円
2.6% 商工費
46億1,108万円

■平成26年度当初予算の総額
区

分

一般会計

平成26年度

（単位：千円

平成25年度

％）

対前年度増△減 対前年度増△減率

178,750,000

159,900,000

18,850,000

11.8

27,237,285

28,205,282

△967,997

△3.4

下水道事業費

9,243,379

9,358,007

△114,628

△1.2

飯坂町財産区

141,031

106,839

34,192

32.0

公設地方卸売市場事業費

339,285

443,181

△103,896

△23.4

土地区画整理事業費

410,663

443,887

△33,224

△7.5

農業集落排水事業費

190,387

181,300

9,087

5.0

21,988,606

21,146,266

842,340

4.0

庁舎整備基金運用

1,001,500

1,001,000

500

0.0

後期高齢者医療事業費

3,163,401

3,026,568

136,833

4.5

1,547

1,447

100

6.9

63,717,084

63,913,777

△196,693

△0.3

11,784,587

9,588,533

2,196,051

22.9

254,251,671

233,402,310

20,849,361

8.9

国民健康保険事業費

特別会計

３．福島復興再生特別措置法の制度活用による多様な税制優遇制度の創設
「ふくしま産業復興投資促進特区」区域内事業者へ固定資産税の課税免除等を適用
４．企業誘致と新たな工業用地の確保
企業立地促進費
15,987
医療、福祉関連企業トップセールス事業
1,161
工場適地開発整備検討調査費
8,800
５．農業の復興再生支援
風評被害対策費
14,044
地域の恵み安全対策協議会運営補助
11,438
放射性物質吸収抑制対策事業
155,600
営農再開支援事業
94,290
６．市民生活の安全と安心の確保
交通安全教育推進等事業
10,387
交通安全施設整備事業
62,500
吾妻山火山防災マップ作成事業
4,621
防災井戸設置事業
6,276
７．原子力に依存しない社会づくりの推進
5,000
再生可能エネルギー導入推進計画策定事業
太陽光発電システム設置助成事業
72,040
再生可能エネルギー導入促進等事業
105,400
街路灯LED化推進事業
45,287
８．計画的な健診による放射線健康影響調査の充実と健康対策
放射線健康管理事業
210,096
妊婦と子ども等の放射線対策事業
237,436
農産物、食品等放射能測定事業
193,755
給食まるごと検査
57,959
９．市道通学路、生活道路、側溝等の放射能除染対策の早期実施
19,000,000
道路、側溝除染
農地、農業用施設除染
1,280,542
10．大原綜合病院建設計画等新中心市街地活性化基本計画の推進
上町地区周辺道路整備事業
14,000
中心市街地活性化推進事業
12,513
11．下水道施設の老朽化対策と耐震化の推進
公共下水道建設事業（面整備費含む）
1,512,600
12．生きる力を育む教育及び学力、体力向上への取り組み強化
教室等エアコン整備事業
462,668
学力グレードアップ事業
10,171
ふくしまの子ども体力アップ推進事業
4,927
ふくしまの子ども夏のリフレッシュ体験事業
123,000
13．消防設備及び地域消防施設の整備、充実
消防自動車等整備費
245,887
飯坂消防署移転新築整備事業
365,000
防火水槽、消火栓等整備事業
28,765
14．健全で効率的な財務運営による水道料金の検討と料金体系の見直し
水道料金等徴収業務委託
173,250
漏水防止対策事業
225,457

0.7％ 分担金及び負担金
12億7,821万円

依存財源
74.4％

１．職員の資質向上に向けた研修の充実と人事評価制度の確立
職員研修費
22,186
再任用職員給与費
422,715
２．福島復興再生特別措置法における制度の積極的な活用

1.0％ 使用料及び手数料
17億4,208万円

2.3％

介護保険事業費

青木財産区
小

計

水道事業会計
合

計

まちを単に元の状態に戻す開
基金残高・財政指標等の具体

算剰余金積立方針等財政規律、

に於いて例えば市債発行、決

れらの観点から中長期的視点

みが必要であることから、そ

定め、目標達成に向けた取組

危機管理について

考え方について伺いました。

文化行政政策における市長の

総合的価値観をも含め福島の

街づくり的視点等も勘案した

見地のみならず都市政策的、

とともに教育、歴史・文化的

年３月定例会代表質問（抜粋）

発復興ではなく生活復興に根
的数値目標を定めるなど、自

平成

道路等インフラが震災前の
差した新たなる都市を創造す

からも大複合災害に遭遇した

ありえない、そのような視点

興しない限り被災地の再生は

災者の生活と地場の産業が復

ともに、瀬戸市政における

対する定義・考え方を伺うと

複合災害における「復興」に

その様な観点にたち市長の大

ることにあるのではないか、

伺いました。

た本市財政運営方針について

ことを含め財政健全化に向け

独自の財政運営指針を定める

の基本となる財政目標や、市

治体経営の視点から財政運営

観点から、業務継続計画策定

クライシス・マネジメントの

リスク・マネジメント或いは

ュアル含め）策定の進捗及び

ル（個別対応計画、個別マニ

危機管理指針及びマニュア

賠償に対する見解を質しまし

集会所は、育成会から敬老

集会所の改修を計画的に促す

ことができません。各地区の

十六沼東側の「福島研究公園

適地調査の結果、このほど

指す構想ですが、工業用地の

発揮されるには適正規模、配

における教育的機能が十分に

児童数の推移を通し、学校

発言に対し、石崎副社長より

謝罪の言葉とともに、賠償方

針について和解仲介の尊重と

迅速かつきめの細かい対応を

約束する旨の発言がありまし

た。今後とも、精神的賠償の

継続や風評被害への賠償等市

民に寄り添った誠意ある対応

年３月現在にお

を求めてまいります。

ます。平成

いては、原子力災害等による

自主避難児童が４５２人地域

年４月の１万６，

０４

外通学をしているものの、平

成

人から１万３，５２３人に約

年における児童数

３千人の減少。そして、５年

後の平成

の推計は１万２，７１５人と

なり約８百の減少となる見通

しです。

地域にとって学校はその核

となる住民のよりどころとし

て地域のコミュニティの一環

を担っていることから、検討

委員会の建議を尊重しながら

も慎重な対応を求めました。

今回の代表質問・一般質問の全体内容は、福島市議会ホームページ【http:www.city.fukushima.fukushima.jp/gikai/】の「議会録画中継」でご覧いただけます。

震災特別委員会総務分科会

た。冒頭、分科会長からの

か２名を参考人招致し、損害

東京電力㈱石崎副社長他を参考人招致

日、本市における、

原子力災害に関する損害賠償

２月

請求について、東京電力株式

市長は、「今後、企業の代

会まで各年齢層の地域住民が

ために、高齢者住宅改修助成

平野地区」ほか８ヵ所を選定

誠意ある対応を求める」旨の

「賠償について誠意ある対応

かった場所を詳しく調査し、

会社代表執行役副社長兼、福

あるとの質問に、今後、他市

絞り込みを行うとともに、医

がとられていないことは遺憾、

の事例も参考に検討いただく

島復興本社代表石崎芳行氏ほ

▲東京電力㈱石崎副社長、他参考人
（写真中央・奥）

本市復興方針について
状態より創造復興しても、被

我々に求められる創造復興は、
「復興施策」に対する評価と

を含め今後の危機管理体制構

また、これら質問に加え平

いました。

築等危機管理方針について伺

文化施策について
「地教行法」（※）一部改正
ては地域特性、総合性に立脚

を踏まえ、特に文化面におい

財政の健全性を確保し、今

や簡素で効率的な行政運営の

年度予算編成の基本方針

行う上でも、市長部局が一元

施策等々についても質し、提

成

標・指針とするため、必要と

的に掌握し執行すべきと考え

した広範な自治体文化政策を

なる歳出の削減や基金、市債

言致しました。

手すりの取り付け・段差の解

万円）」があり、

ることから市長の見解を伺う

年度から実施す

化の為、入力中とのことです。
今後は、

成長が期待される企業を中心

施し選んだ用地の企業ニーズ

療関連企業への意識調査を実

る全市民を対象とした外部被

でいます。しかし、高齢化社

旨の答弁がありました。

ばく検査の普及、また県で実

会の進展の中で集会所の改修

消・便器の洋式化などが進ん

施している健康管理調査・震

が遅れており、「快適で安全

を分析します。また、今後は
歳以下の県民に実施し

災時

ディカルバレー構想は、県立

表者や役員との会談を通じて、

に誘致を進めて行きます。
福島医科大学内に建設予定の

トップセールスを積極的に実

な生活」からは程遠い状況で
現在の「集会所建設費補助

福島国際医療科学センターを

施する」と述べられました。

ている甲状腺調査の検査結果

交付要綱」では、改修の場合、

拠点とし、医療関連企業の集

す。
し健康管理の精度を向上させ

補助対象事業費が、１００万

積により新たな産業・雇用の

の提供を受けて、併せて管理
ることが課題となります。

円以上でかつ１回利用すると

創出及び市内経済活性化を目

利用しています。本市では、

事業を参考にした集会所の改

置が教育的見地から求められ

集会所の改修補助事業
の新たな見直しを！

住宅の「高齢者住宅改修助成

年度は評価の高

児童数の推移に応じた
学校の適正規模、配置
年間は補助金交付を受ける

小林市長が公約に掲げるメ

メディカルバレー福島
構想について

成。限度額

の計画的な活用などの目標を

後の財政運営や予算編成の目

財政運営の基本方針

ョンについて伺いました。

課題及び、新市長の復興ビジ

▲第 1 番目に代表質問を行う真田会長代行

３月定例会一般質問 （抜粋）
放射線対策としての
全市民健康管理の推進
放射線対策として市民の長
期的な健康管理の観点から定
期的に個人データをチェック
する体制整備が必要です。そ
の為には、現在、市が実施し
ているホールボディカウンタ
ーによる内部被ばく検査、ガ
ラスバッチや積算線量計によ
る外部被ばく検査などの個人
毎の検査結果をデータベース
化し、一元管理することが求
められます。現在、市の対応
としては、市独自のシステム
月から内部被

しました。

（※）
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（H20 年 4 月改正・施行）

26

26

修助成事業の見直しが必要で

4

18
を助

15

21

26

事業（改修工事の９／

26

を構築し昨年

ばく検査結果をデータベース

10

30

18

14

26
12
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総務
（定数９人）

【真田・渡辺・二階堂】

【財務部】今年度の当初予算も６７５億円と除染に係る事業費が
最大比率となりました。これは、放射能災害から市民の安全と安
心を守るためです。「ふるさと除染計画」に基づき、空間線量率
の高い地域から重点的に面的な除染を進めると共に子どもや多く
の市民が利用する施設、地域から要望のあるホットスポット対策

年３月開所に向

【中野・尾形・田畝】

事も行います。

踏まえ、太陽光発電設備設置工

の防災拠点としての位置づけも

けた予算であり、今年は、地域

いては、平成

センター整備６億３千万円につ

す。【総務部】松川支所・学習

作業員の増員等が課題でありま

送を計画通り遂行するためには、

も含まれます。ただ、除染・搬

新規仮置き場の設置推進の費用

に係るものです。また、戸別保管の除去土壌の仮置き場への搬入、

人）

経済民生
（定数

人）

【宍戸・黒沢・白川・誉田】

【環境部】再生可能エネルギー導入促進のため太陽光発電システ

ム設置に対する助成件数の拡大や、電気自動車を導入し、その有効

性 の Ｐ Ｒ を 図 り ま す 。【 商 工 観 光 部 】 国 内 最 大 級 の 誘 客 キ ャ ン ペ ー

ン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」のプレキャンペー

ンとして観光資源の発掘・魅力の発信・受け入れ態勢の整備を行い

【小島・半沢・小松・萩原】

を推進します。

等の充実、都市間交流・国際交流

部】交通安全に対する教育や施設

等の施設整備を進めます。【市民

売市場の活性化を図り、耐震補強

り転換となった福島市公設地方卸

策を一層強化します。４月１日よ

拡大を図ります。有害鳥獣被害対

コンテストを開催し、果物の消費

元産の果物を使った料理を募って

の拡大を図ります。【農政部】地

ます。メディカルバレーの実現に向け、企業立地の促進と雇用機会

（定数９人）

年

月末頃まで

年度で終了しま

運転期間を延長することになりました。【都市政策部】平成

分の割合が想定より高いものがあるため、平成

年

年度末までに保管汚泥をすべて乾燥処理する計画でしたが、水

【下水道部】堀河町終末処理場下水汚泥減容化施設は、当初平成

建設水道

◦環境基金積立金･･････････････････････････････ 500,000
◦工業団地用地取得助成金･･････････････････････ 155,591（千円）

年度から平成

年度まで

【建設部】福島市ふるさと除染

実施計画に基づき、仮置き場が

設置された地区から住宅等生活

空間除染の進捗に応じて市道等

の除染を行います。また、通学

路や側溝閉塞部については早急

に除染を実施する必要があるた

めそれらの箇所についてはホッ

トスポット除染を実施します。

◦通学路等安全対策事業費･･･････････････････････ 40,000
◦子どもの元気アップ推進事業費･････････････････ 34,488（千円）

（定数

【教育委員会】原子力災害の影響下にあるなかで、子どもたち
が安全・安心な学習環境で健やかに成長ができるように、小・
中・特別支援学校・幼稚園にエアコンを設置します。また、食物

平成

31

アレルギー対策事業を実施し、児童・生徒への食の安全を図りま

10

すが、計画期間内での目標指標の達成が見込まれないことから、

からの第１期中心市街地活性化基本計画が平成

22

26

26

の第２期基本計画を策定します。

27

す。さらに少子化に対応した市立学校の在り方の検討に注力して

主な補正予算

主な補正予算

10

▲2月3日、京都市役所で
「乾杯条例」
について伺う
▲宇部市において橋梁長寿命化修繕計画を聴取

いきます。【健康福祉部】次代を担う子どもたちの健やかな成長
と、安心して子育てができる環
億円の基金を創設します。

境づくりに資することを目的と
して

の継続実施等、子育て支援各種
年度から

政策を充実させた新年度予算と
なっています。平成

年度にわたる「新福島市

指します。

がい福祉全般にわたる拡充を目

障がい者計画」が策定され、障

平成

26

25

27

また、こんにちは赤ちゃん事業

1

35

◦ふるさと除染実施事業費････････････････････ 4,500,000（千円）
（施工面積増、労務単価改訂等による事業費の増加に伴い追加）
◦がん検診事業費･･･････････････････････････････ 19,140
◦十六沼公園北側用地取得費････････････････････ 544,924（千円）

▲2月5日、板橋区役所で
「業務継続計画について」
視察

10
▲２月３日、
さいたま市役所で学校給食における
食のアレルギーについて聴取

主な補正予算
主な補正予算

文教福祉

常任委員会は、少人数で専門的に審議をつくすために設置される委員会で、それぞれが所管する事務の調査、
議案、請願、陳情の審査などを行います。【 】内は当会派のそれぞれの所属議員名です。

【４】
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各常任委員会・分科会の報告

31

域内連携協議会を設置。市と

課題を協議する場として、地

会」を設置しました。当会派からは、委員長として

受けて、３月議会にて「議員定数削減調査特別委員

削減を求める陳情書」が賛成多数で採択されたのを

補助限度額が規定されていま

ます。それぞれに、補助率と

備事業⑥災害復旧事業があり

成事業⑤農地・農道・水路整

給水施設整備事業④特産物育

た。本市においても、市民の

くのが検討課題」と伺いまし

い交付申請書を一本化してい

は２回提出しなければならな

を案内してくれます。「今後

その後要望に対応できる窓口

生により 健 全で恵み豊かな環

徳 島 市では「 人 と 自 然の共

りエコカフェ」という 環 境 講 座

興 味を持ってもらうべく「ぶら

す。若い世代にも身近な環境に

見を聴取し、次期市議選に向けて可能な限り早期に
削減数を取りまとめます。

議員政治倫理条例策定特別委員会

議会基本条例制定にともない政治倫理に関する条

条議員は市民

例を策定するもので、議会基本条例第９章議員の政
治倫理、身分及び待遇において、第

の負託に応えるため、高い倫理的義務が課せられる

ことを常に自覚し、市民の代表として、良心及び責

任感を持ってその責務を果たすとともに品位を保持

名の委員で構成され、当会派から、真田広

し、識見を養うよう努めることについて定めたもの
です。

志・尾形武・黒沢仁・田畝誠司・誉田憲孝の各議員

が、そして、委員長に黒沢仁議員が選任されました。

議会広報委員会

４月からの福島市議会基本条例施行にあたり、福

島市議会広報委員会が設置されました。中野哲郎副

議長を委員長に、各派より１名ずつ選出された委員

によって構成。今後、「市議会だより」や市議会の

ホームページにより、議会活動についての情報を分

かりやすく、かつ積極的に周知するとともに、さら

に多くの市民が議会及び市政に対して関心を持つよ

う広報活動に努めてまいります。当会派から、二階
堂武文議員が加わります。

平成 26 年３月

◦福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書

今回の代表質問・一般質問の全体内容は、福島市議会ホームページ【http:www.city.fukushima.fukushima.jp/gikai/】の「議会録画中継」でご覧いただけます。

議員定数削減調査特別委員会

月議会において、「福島市議会議員定数の

しては、地域支援として①人

渡辺敏彦議員、委員として白川敏明、萩原太郎、小

昨年

「地域のことは地域で決め
財育成②助成制度③人的サポ

松良行、半沢正典各議員が選出されました。今後、

地域コミュニティの再構築事業について

高知市では、「コミュニテ
る」という自治の原点を目指
ート④拠点整備などに取り組

高知市

ィ計画」策定作業開始から約
しています。具体的には、各

す。特徴として、市民が利用

利便性を図り、事務の簡素化

境を保全し、将来の世代へ引き

を開 催 する等 環 境 問 題への入

れない分野であり、徳島市の取

様々な角度から分析を行い併せて市民の皆様から意

年が経過し、高齢化、担い

香美市の地域活性化総合補

地域活性化総合補助金について

類似市の議員定数状況について人口、面積、予算等

手不足などで地域コミュニテ
ィが弱まる中で、将来的な人
口減少社会における公共サー
ビスの在り方を考え、平成
年から地域コミュニティの再
年度から開始

した事業であり、それまで７

助金事業は、

ました。個性を活かしたまち
つの要綱があったものを一本

構築事業の取り組みを開始し
づくりを進めていくために、
化したものです。補助事業と
しては、①地域活動事業②集

しやすいように、相談窓口を

に努めなければなりません。

会所整備事業③道路・水路・

政策企画財政課に一本化し、

供し続けており、市民と行政の

継ぐ」という理 念のもと、行 政

り方が工夫されています。本市

信 頼 関 係 が 出 来 上 がっていま

と 市 民・事 業 者 が一体 となって

にとっても 環 境 問 題や再 生 可

環境リーダー活動支援事業の展開

環 境 保 全に対 応 する「 環 境リ

能エネルギー 問 題は避 けて通
以上にわたり展開しています。

り組み・手法を手本として本市

30

香美市

んでおり参考になりました。

12

・ ・ 日
30

種団体が地域内連携によって

〜 4月から3委員会がスタート 〜

１月
29

当市において参考となる先進地を視察

行政視察
20

徳島市

年

市が環 境リーダー定 例 会を開

ならではのスタイルを築いてい

ーダー活 動 支 援 事 業 」を

催 し 、市の職 員 も 積 極 的に出

く必要があります。

◦ PM2.5( 微小粒子物質 ) に係る総合的な対策の推進を求める意見書

意見書

◦ TPP（環太平洋パートナーシップ）協定交渉に関する意見書

陳情

意見書

◦大雪被害による被災農業者への支援策を求める意見書

請願

◦福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出方について

請願

（抜粋）

定例会で採択された

▲政策企画財政課に窓口一本化

向き情報交換や交流の場を提

10

12

25

22
▲高知市役所で地域コミュニティ推進課に伺う
▲環境保全課の勝浦係長
（左）
と吉田さん
（右）
柔軟なアイディアと行動力が決め手

平成26年4月
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記録的大雪による農業用ハウス倒壊の現地調査実施

震災・原発対策特別委員会理事

小松 良行
建設水道常任副委員長

瀬上町字東町 2-6-10
TEL：553-0647

議会運営委員

政務調査会長
議員定数削減調査特別委員

経済民生常任委員

飯坂町字中原 36
TEL：542-4041

経済民生常任委員

飯野町大久保字
谷津 44
TEL：562-3582

副政調会長
議員定数削減調査特別委員

町庭坂字内町 51-2
TEL：591-1138

幹事長
議員政治倫理条例策定特別委員長

白川 敏明

副政調会長

経済民生常任委員長
議会運営委員

上鳥渡字寺北 28-3
TEL：593-5256

総務常任委員
議会運営委員
議会広報委員

経済民生常任委員

本内字西畑 4-6
TEL：553-7030

荒井字上町裏 10
TEL：593-1035

幹事会参与
議員定数削減調査特別委員

二階堂 武文

会長

黒沢 仁

建設水道常任委員
議会運営副委員長

山口字下屋敷 28-2
TEL：535-4693

政調会事務局長
議員倫理条例策定特別委員

編集後記

大震災から３年、今年もしず心

なく花が散った。光のどかな春の

日に、心から美しいと思える満開

の桜、桜吹雪を見たいと思うのは

私だけだろうか。一日も早く除染

が進み子ども達が安心して暮らせ

る福島市にして行きたい。

誉田 憲孝

副幹事長
議員定数削減調査特別委員

議員倫理条例策定特別委員

さくら 3-1-10
TEL：593-0919

半沢 正典
建設水道常任委員

幹事会事務局長

日にかけての記録的大雪

萩原 太郎

文教福祉常任委員
議会運営委員

震災・原発対策特別副委員長

議員倫理条例策定特別委員

松川町浅川字大古内９
TEL：548-7683

文教福祉常任委員

政調会参与

太田町 14-2
TEL：535-1731

建設水道常任委員
予算特別委員長

田畝 誠司

松川町字青麻山３
TEL：567-2660

16

宍戸 一照

顧問

総務常任委員

尾形 武

小島 衛

顧問
議員定数削減調査特別委員長

飯坂町八幡新田 11-1
TEL：542-9111

副議長
文教福祉常任委員
議会広報委員長

議員倫理条例策定特別委員

議会改革検討会委員

松浪町 1-15
TEL：526-3201

顧問

総務常任委員長

会長代行

渡辺 敏彦

15

日〜

中野 哲郎

27

日に２月

真田 広志

当会派は２月

この意見書は、地方自治法第99条の規定により、福島市
議会議長名で内閣総理大臣はじめ、農林水産大臣、福島
県知事に提出されます。

による農業用ハウス倒壊被害状況を現地調査しました。岡

3 早急に支援制度を確立し、被災農業者に対して周知徹底
を図ること

部・向鎌田地区は、キュウリの促成・抑制栽培の産地でパイ

2 果樹・農畜産物等の被害に対する支援策を講ずること

プハウスや大型鉄骨ハウスが並んでいます。しかし、現地で

1 被災農業者に対し、被災農作物未収益期間に応じた支援
策を講ずること

は無残にも鉄骨でさえ折れ曲がりつぶれてしまったハウス群

次の措置を講ずるよう強く要望する。

の状況に、被害の大きさを改めて認識しました。今回は、岡

よって、政府、県においては、更なる支援策として、

島の青木さんの鉄骨ハウスを視察するとともに、農家の声を

万全の支援策とは言えない。

直接伺い、国等にどのような救済支援を求めていくか参考に

が意欲を持って早急に施設を再建し、農業が継続できる

しました。農家にとって、撤去費用と再建費用に加え、収入

県による復旧再建支援策が示されたが、本市被災農業者

源が断たれたことから、早期の建て替え要望がありました。

業や再建築に多大な費用と労力が必要となる。今般、国、

【６】

▲雪により被害が出た農業用ハウスで

今後とも、撤去・再建状況等注視してまいります。

大災害となった。この災害からの復旧のためには撤去作

記録的な大雪被害対策の要望書を市長に提出

発事故による風評被害に追い打ちをかけるような二重の

15

日の記録的な大雪により、農業用ハウス等の倒壊等、本市農業

今回の大雪被害は、本市基幹産業の農業にとって、原

２月

と懸念される。

に甚大な被害を受けました。会派では現地調査や情報収集に努め、被害

れ、今後調査が進むにつれてさらに被害が拡大するもの

の全容を把握し国や県に支援を求める意見書を提出しました。本市に対

等の全半壊や特産である果樹類の枝折れ等の被害もみら

しても支援を求める要望書を、３月５日に小林市長に提出しました。

積は1023.83アールに及んでいる。また、牛舎・農具庫

主な項目として、農業用ハウスや農業施設等の再建・修繕費用の市独

ハウス、稲・菊の育苗ハウス等456棟が倒壊し、被害面

自の充分なる支援助成を講ずること。倒壊ハウス等撤去費用の市独自の

害を受けた。平成26年2月28日現在、野菜類や花卉の

充分なる支援助成を講ずること。冷害時と同じように、被災農家への市

業用大型鉄骨ハウスやパイプハウス、畜舎等に甚大な被

民税や国保税の減免を講ずること。早急に国・県との連携のもと支援制

平成26年2月15日の記録的な大雪により、本市は農

度を確立すること等を要望しました。

当会派提出意見書が採択!!
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